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例会報告 
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区  創立１９６６年１月１５日 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０      ●会 長   井辺 一章 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事   堺  和信 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長     田中  晶洋  

                               

 

   人類に奉仕するロータリー 

冠雪   田中 晶洋 

高山西ロータリークラブ

お祝い・会計中間報告 

・クラブアッセンブリー 

 ＜会長の時間＞ 
先週の新年家族例会、委員長の蜘手さん

はじめ親睦委員会の皆様に盛り上げて頂き

無事終えることが出来ました。ありがとう

ございました。 

また当日大雪で足元の悪い中大勢の会員・奥様にご参加いただ

きありがとうございました。全く降らずに明けた年始めの大雪、大

変な量で驚いています。松の木吊りも端の方が心配で長い棒でゆす

り落としたり、2日前から雪下ろしを専門の方に頼み、私は下で雪

またじをした程度ですが大変でした。 

 1月号の『ロータリーの友』ロータリーアットワークに下屋さん

に投稿頂いた10 月の高山駅開通イベントの件が掲載されています。

もはや常連となった俳壇の小森さんの句と併せて是非ご覧下さい。 
 
 

＜幹事報告＞ 
◎国際ロータリー日本事務局 より 

 ・ベネファクター認証状および徽章 

         井辺 一章 氏へ 

 

 

◎国際ロータリー日本事務局 より 

・ポールハリスフェロー認証状および徽章 

      鴻野 幸泰 氏へ 

 

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・１月のロータリーレートについて１ドル 116円（現行106円） 

◎高山市教育委員会 学校教育課長より 

・高山市キャリア教育を考える会総会の開催について 

日 時  2月7日(火)   13：30～15：00 

   場 所  高山市役所３階行政委員会室 

◎飛騨地区小中高生徒指導連携強化委員会より 

 ・平成29年度版「あったかい言葉がけ運動」カレンダーの送付について 

◎濃飛グループＡＧ 長瀬 隆 様、可児ＲＣ会長、IM実行委員長より 

 ・ＩＭ報告書 

◎パストガバナー 竹腰 兼壽 様より 

 ・ロータリーの友「ロータリーアットワーク」掲載お祝い 

◎ガバナー、地区代表幹事青少年より 

・「ロータリー財団100周年記念シンポジウム」新聞広告掲載記事について 

日程   12月24日（土）全国紙（朝日新聞）全面広告掲載 

     主催   日本ロータリー学友会 

◎高山商工会議所青年部会より 

・高山商工会議所青年部会３０周年記念事業のご案内 

   日時  4月8日(日) 記念式典15：30～祝賀会 17：30～ 

場所  ひだホテルプラザ 

◎関係各位より 

 ・年賀状  

◎高山市ブランド・海外戦略部より 

 ・「第１回飛騨高山ブランド研修会（飛騨の家具編））の開催について 

日時   1月27日（金） 19：00～20：30 

      会場    飛騨・世界生活文化センターミニシアター 

＜例会変更＞ 

高山中央 …  2月 6日（月）は、節分例会のため 

18：00～ 飛騨総社 および 山陣 に 変更 

＜受贈誌＞ 

(財)米山記念奨学会（ハイライトよねやま202）、高山中央ＲＣ(会 

報)、不破ＲＣ(会報)、高山市文化協会（広報高山の文化） 

 

＜出席報告＞ 

 
 

＜本日のプログラム＞   

お祝い 
◎会員誕生日 (左より) 

  井辺 一章    １． ３ 

  古橋 直彦    １． ９ 

  米澤 久二    １．１０ 

   蜘手 康介    １．３１(当日欠席) 

◎夫人誕生日 

     田中  武   文子 さん     １． ６ 

          米澤 久二   智子 さん     １．２５ 

     門前庄次郎   真理子さん     １．２９ 

     堺  和信   淳子 さん     １．１６ 

     垣内 秀文   優子 さん     １．１８ 

     住田 泰典   理恵 さん     １． ６ 

 

 

◎結婚記念日 (左より) 

 伊藤 松寿   

Ｓ47．1．11 

 長瀬 達三    

Ｈ14．1．30 

 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 休会 のため 補正 ありま せん 

本日 32名 － 32名 39名 82.05％ 
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◎出席表彰 (左より) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内田 幸洋     阪下 六代    小森 丈一    門前 庄次郎 

     １６年        ２８年      ２４年         １０年 

 

◎在籍周年記念表彰 

     鴻野 幸泰   １０年 

 

 

 

◎３ヶ月表彰 

・内田 幸洋  ・鴻野 幸泰  ・小森   丈一  ・斎藤  章 

・堺   和信   ・阪下 六代   ・下屋 勝比古   ・挟土 貞吉 

・門前 庄次郎   

 

 

会計中間報告  

会計 伊藤 松寿 
おおむね予算通りで推移しておりま

すが、昨年度末の会員大量退会を受け、

会計執行状況は綱渡りを強いられて

おります点を皆様にご理解頂きたい

と存じます。その中でロータリー財団

への150＄送金、また今期より米山奨学普通寄付金の増額等のため、

昨年に引き続き特別会費のご協力を頂いております事お礼申し上

げます。 

 
 
定款・細則改正案採択決議 
2016年規程審議会にて採択された決

議に基づき、昨年末皆様にクラブ定

款・細則改正案をお配りいたしました。

採択ありがとうございました。 

 
 

 

クラブアッセンブリー 
  職業奉仕委員長   田中 正躬 

今年度は、昨年9月16日持ち出し

例会を実施させて頂きました。多くの

方々にご参加いただきありがとうご

ざいました。 

飛騨牛がどの様な施設でどの様な 

処理過程を経て私達の胃袋に入っ

て行くのか、改めてご認識を頂けたものと思います。輸出する為に

は、輸入国の輸入基準をクリアすることが最初のハードルになりま

す。それなりのニーズがある中で国益を優先する為、輸出側から見 

れば相当に厳しいと思われる様な、安全基準がミ求められています。

そうした中で、JA飛騨は国内で数か所しかない輸出牛肉処理施設 

として認定されている状況を見学させて頂き、飛騨牛のすごさを再 

認識した所です。ご参加いただいた方々有難うございました。 

さて、もう一回職業奉仕委員会の担当例会が2月10日に予定さ

れています。そこで、何か目新しい事をとも思っていましたが、2

月5日「職業奉仕研修セミナー」が、名古屋の名鉄グランドホテル

にて開催されるのに、現、及び次期の職業奉仕委員長が参加するよ

う要請されました。付きましては、私と、次期委員長垣内さんとで

名古屋まで行って来る事になりましたので、その様子と内容を次回

の担当例会の話題とさせて頂きたいと思います。2人で30分は大 

変ですが、ご期待の程よろしくお願いいたします。 

   

 

Ｓ．Ａ．Ａ     垣内 秀文 

副には内田幸洋さん、委員には門前

庄次郎さん、そして若手向井公則さん、

長瀬達三さん、山下直哉さん、萱垣敬

慈さん以上 7 名で例会を取り仕切っ

ていきますのでお願いします。 

 担当例会は会長幹事のお計らいに

より、3 回も頂戴いたしましたので

少々テンパっておりますが上期 7/29、一回目の担当例会には、高

山警察署長の冨田重喜さんをお招きし卓話頂きました。 ご講和の

中で時折披露して頂いた「なぞかけ」は記憶に新しいところです。

2/3にも早速2回目が予定されており、我がクラブの門前庄次郎さ

んに「ロータリーについて思う」と題してお話して頂きます。3回

目は3/24 に予定されており内容は未だ決まっておりませんが、無

い知恵を絞り遂行していきます。 

※ 欠席される場合、例会当日午前10時までに事務局へ連絡して

ください。10 時以降一分でも連絡が遅れた場合でも、弁当発

注の関係上無断欠席とみなされ、ファインが2000円となりま

すので、くれぐれもご注意ください 

※ 例会中は大きな声での私語は控えていただきます。 

※ 早退についてはニコニコ投函又はＳＡＡにお知らせください。

尚ファインは 500 円とさせていただきます。遅刻の場合は欠

席同様、事務局に一報くださるようにお願いいたします。 

※ ゲストについては、担当委員会において送迎及び接待等をお

願いしたいと思います。 

例会運営にあたって、親睦委員会と連動することが多くなってき

ますので相互連絡又、相談しながら基本方針にも掲げてますように

和やかに楽しい例会運営に努めていきます。    

 

 

会報委員長  田中 晶洋 

 会報委員長の田中晶洋です。 
今年度は１１月の担当例会では、

カメラのながを専務の長尾和哉さ

んに卓話をお 願い致しました。 
また、年度の途中の１０月からで

はありましたが、皆さんに座右の

銘を投稿して頂き毎回の会報に掲載してきました。皆さんの座右の

銘を読ませていただいていますが内容が素晴らしく、思惑通りとい

うか期待通りの中身となりました。 
 年度末には是非とも、皆さんの座右の銘をまとめたものを制作し

たいと思っています。 
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親睦委員長代理 副委員長  田邊 淳 

 先日の新年家族例会では大勢の方の

ご参加をいただきまして、本当にありが

とうございました。お陰さまで大変盛り

上がりのある楽しい会になったと思い

ます。 

委員長の蜘手さんが休会のため代わ

りにアッセンブリーの発表を致します。副委員長が田邊、委員には、

田中（正）さん、東さん、住田さん、黒木さん、杉山さん、榎坂さ

ん、松川さん、高桑さん、萱垣さん、総勢１０名で運営しておりま

す。 

基本方針は、「会員同士のつながりの機会を通じ、好意と友情を

深め、ロータリアンとしての末永い絆を創りさらなる相互理解、並

びに円滑なクラブ運営に寄与できることを目指します。」です。 

現在のところ当初の計画通りに予定を進めております。８／５に

は田辺旅館にて納涼浴衣例会。先日の１／１４には宝生閣さまで新

年家族例会を開催いたしました。残る予定としましては５／２０に

新緑例会を計画していますので、皆さん、是非多数の参加をお願い

します。 

 

ニコニコ委員長  大村 貴之 

前期の報告をさせていただきます。

10 月 7 日の担当例会では、子育て支

援団体「NPO法人飛騨高山わらべうた

の会」の理事長である岩塚久案子さん

にお越しいただき、活動内容など卓話

していただきました。 

また、ニコニコ委員会は例会時のニコニコＢＯＸの披露をしてい

ますが、読み間違いなどありご迷惑をおかけしております。後期は、

読み間違いなどに気を付けスムーズに行っていきたいと思います。 

前期 ニコニコＢＯＸへ多くの投稿いただきました。ありがとう

ございます。引き続き、あいのりテーマの内容もより充実させてい

きますのでご協力お願いします。 

 
雑誌広報委員長  長瀬 達三 

委員は黒木さん、小森さんという当

クラブきっての文化人で構成されて

おります。 

本年度の当委員会の基本方針は、 

①例会時に「ロータリーの友」の記事

を紹介し、会員のロータリーへの理解

度を深める 

②ロータリーの理念や奉仕活動が地域の共感を得られるよう広

報する                      です。 

活動報告については、 

１．基本方針①実現の為に、毎月1回、原則月初の例会時に「ロ

ータリーの友」の記事内容の紹介をして参りました。 

２．当初の活動報告では、クラブ活動を「ロータリーの友」へ

投稿するよう努力したいと発表しておりましたが、下屋さん

が 1 月号に新高山駅自由通路完成記念イベントへの参加活動

に関する活動報告を投稿してくださいましたお陰で、図らず

も実現できました。 

 ３．2 月 24 日の担当例会では、当委員会メンバーであります黒

木さんに卓話をお願いする予定でございます。 

 ４．また、毎年、市内3ロータリークラブ合同で市民時報へ活動

記事を掲載するという方法で広報を行っておりますので、例年

通り実施する予定です。 
 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●井辺 一章さん、堺 和信さん 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいします。 
新年家族例会には会員31名奥様16名と大勢の方にご出席を頂き 
有難うございました。蜘手親睦委員長さんをはじめ委員の皆様の設 
営により大変盛り上がり、楽しい時間を過ごさせて頂き有難うござ 
いました。本日の例会は、定款・細則の改正案の決議、会計中間報 
告、クラブアッセンブリーと大変スケジュールが立て込んでおりま 
すのでご協力をお願いいたします。 
●伊藤 松寿さん 

1 月 14 日の新年家族例会の際には｢古希｣のお祝いを頂戴し誠にあ

りがとうございました。また当日忘れて帰宅してしまいました。翌

日、事務局の中澤さんに届けて頂き大変お手数をおかけしました。

ありがとうございました。 

●折茂 謙一さん 

新年会では親睦委員の皆様ご苦労さまでした。カラオケ大会では下

手な私を選んで下さった審査員の思いやりに感謝いたします。 

●親睦委員 田邊 淳さん、田中 正躬さん 

新年家族例会にご出席ありがとうございました。これからも皆様に 
楽しんでいただける企画作りに頑張ります。ご協力をお願いします。  

●田中 武さん 

あけましておめでとうございます。ニコニコ委員会大村委員長はじ

め今年もニコニコと宜しくお願いいたします。先日の新年家族例

会、大変盛況で楽しかったです。会長幹事さんはじめ親睦委員の皆

さんありがとうございました。500円硬貨のジャンケンゲーム、私

は毎年ですが最初から負けました。なぜか女房が勝たせて頂きまし

た。博才があるというか何かが有るのか結構勝負事には強い様な気

がしますが良いのかな？会員皆様およびご家族にとって良い年で

ありますようにお祈りし、ゲーム賞金全額をニコニコへ。 

●内田 幸洋さん 

新年あけましておめでとうございます。訳あって賀状を出しません

でしたので頂いた方には失礼いたしました。 

●小森 丈一さん 

①新年家族例会には親睦委員会の皆様には大変お世話様でした。 
②新年早々俳句が採用となり気分を良くしています。 

●長瀬 達三さん 

ロータリーの友に小森さんの俳句と下屋さんの記事が掲載されま

した。その他のページも読んで下さい！！  

●黒木 正人さん 

先週の新年家族例会はひだしんの役職員旅行の日程と重なってし

まい参加できませんでした。役職員旅行は浜名湖に行ったのですが

雪が舞い散り、どこへ行ってもひだしんが雪を連れてきたと言われ

ました。日曜の夜高山に帰って来たのですが、車が駐車場で雪に埋

もれており、ようやく掘り出して猛吹雪の中宮峠を必死の思いで越

え、萩原の自宅に着いたのが深夜でした。まだ疲れが取れてなく今

週は一週間がとても長く感じています。  

●挟土 貞吉さん 

あけましておめでとうございます。皆さん、会員増強の声掛けして

いますか？会長幹事さん、あとわずかの期間です。真剣勝負で動き、

活気あるクラブ作り、お願いします。 

●住田 泰典さん 

大雪です。自宅は古川、会社は高山と白川村。3箇所をサーキット

しながら除雪をしています。先程白川村の店から除雪の人足に来る

ように督促があり、本日早退させて頂きます。 

●大村 貴之さん､米澤 久二さん､鴻野 幸泰さん､垣内 秀文さん､ 

下屋 勝比古さん、萱垣 敬慈さん､田近 毅さん 

14 日の家族例会では楽しい時間を過ごさせて頂き、井辺会長・堺

幹事・親睦委員会の皆様、本当にありがとうございました。今年も

ニコニコと笑顔の絶えない年にしましょう！ 
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